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 11月８日は暦の上では立秋で

す。冬の始まりとされますが、

日中の最高気温が20度を越える

暑い日が続き、秋の深まりも足

踏み状態です。 

 今日は「2011年11月11日」と

「11」がきれいに３つ並ぶめったにない日付です

が、これにあやかって各地で色んな企画がされて

います。 

 ふと、カレンダーを見ていましたら11月11日は

世界平和記念日と書かれていましたので、どうい

うことなのか調べましたら、1918年に第一次世界

大戦が停戦した日となっていました。  

 1905年にアメリカのポール・ハリスが中心にな

り創立したロータリークラブは、この年より13年

前になります。 

 ちなみに、日本のロータリークラブは1921年に

世界で855番目のクラブとして国際ロータリーに加

盟承認されました。日本でのロータリークラブ設

立については初代事務総長のチェスリー・ペリー

と、創立の準備に併走した米山梅吉、福島喜三次

などの先達の功績がありました。しかし、第二次

世界大戦の波に洗われて1940年に国際ロータリー

から脱退。戦後1949年になって復帰加盟し、その

後の日本におけるロータリーは目覚ましい拡大発

展を遂げ、ロータリー財団への貢献も抜群で、今

や国際ロータリーにおける日本の地位は不動のも

のになっています。 

 今日で丁度８ヶ月経った３月11日の忘れてはい
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けない東日本大震災、ロータリーの絆で支援して

いかなければならないと考えます。 

 ここでもう一度、ＲＩ会長のテーマ「こころの

中を見つめよう 博愛を広げるために」、本田ガ

バナーの「心機一転」、私のスローガン「和(輪)

の心で広げようロータリー」を初心にもどって復

唱したいと思います。 

 先週は米山奨学生の張琨君を招待して卓話をし

て戴きました。米山記念奨学委員会の片岡委員長

さん、委員の皆様ありがとうございました。例会

終了後、片岡委員長の計らいで、張琨君、小糸会

員、井手会員そして私の５名で堤正博会員の繊月

酒造工場見学、釜田会員の味噌・醤油工場見学を

致しました。繊月酒造では堤会員自ら説明をして

戴きました。張君へ試飲を勧められていましたが

アルコールは苦手の様子でした。帰りには杜氏の

馬場さんから記念のストラップを戴きありがとう

ございました。 

 次に釜田会員の工場を見学致しました。張君は

試食を美味しそうに食べながら、「中国では醤油

はあるけど味噌はありません」と話してくれまし

た。帰りにはお店からお土産を戴き、釜田会員あ

りがとうございました。 

 その後お二人は４時の高速バスで帰途に就かれ

ました。張琨君はとても好感のもてる米山奨学生

でした。これからも頑張って下さい。 

 11月５日、ローターアクトの例会が立山委員長

の別宅「万作久」で開催されました。この日は、

ローターアクトのメンバーとＯＢの中村君他、

ロータリーからは立山委員長はじめ、岩本光義会

員、有馬会員、本田会員、齊藤会員、そして立山

委員長の奥さん、そして私の総勢20名を越す例会

となりました。 

 折り鶴会の発足式は、始めに福満幹事からこれ

までの経緯を説明、その後アクト間で活発な意見

交換がなされ、最後にまとめた発表に対してロー

タリアン一人一人感想を述べました。 

 先月の例会において立山ローターアクト委員長

から｢折り鶴会｣についての卓話をして戴きました

ように、広島ローターアクトクラブ「千羽鶴会」
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と福満幹事の結び付きからで、平和と戦争について

前向きに考えると云うことです。若い世代の人たち

が平和について皆で話し合うということは、大変す

ばらしい行動だと思います。会員の皆様、機会があ

りましたら折り鶴を折って応援して下さい。 

 例会終了後、野外バーベキューで盛大に盛り上が

りました。出席戴きましたロータリアンの皆様、そ

して立山委員長、奥様、ありがとうございました。 

 本日は、ロータリー財団の和田委員長より財団月

間卓話をして戴きます。和田委員長宜しくお願い致

します。 

 

     馴田信治幹事 
 

【連絡事項】 

○青井阿蘇神社宮司福川義文様より「おくんち祭り 

  合同反省会開催」案内 

   日時；11月14日(月)14時～ 

   場所；青井阿蘇神社参集殿 

【例会変更】 

指宿RC11/15→夜の例会のため18:30～ ぽん太 

〃  12/13→クリスマス例会のため18:30 

             指宿いわさきホテル 

【回覧】指宿ＲＣ週報   

 
   
     岩井和彦委員長 
 

 本日、７月～10月までの個人出席率を会場後ろの

出席ボードに貼りましたので確認ください。 

 皆さん100％を目標に欠席補填メークアップを宜し

くお願いします。    

 

 

 

 

 

 

 
 

【ローターアクト委員会】  立山茂委員長 

  先週、折鶴会発足式にご参加頂きました皆様、 

 ありがとうございました。   

     折り鶴会他クラブ訪問日程 

     人吉中央ＲＣ１月２５日(水） 

     多良木ＲＣ ２月２３日(木）  

    アクト第２例会変更のお知らせ 

    11/18（金）→11/13(日）13時～ 

    鍛冶屋町立山商店茶の蔵にて 

    『八代ＲＡＣとのペア例会』 

【親睦委員会】        戸高克彦委員長 

      １０月のゴルフ表彰 １０月のゴルフ表彰   1010月月2323日 球磨ＣＣ日 球磨ＣＣ 

 岩本泰典会員よりＢＢ浦田会員・敢闘高山会員へ  

 特別賞品あり 

 

【雑誌委員会】 

    ロータリーの友 ロータリーの友 1111月号の見所紹介月号の見所紹介  

               紹介者 漆野智康会員 
  
 11月号ロータリーの友の紹介をさせ

ていただきます。实は私、今年は雑誌

委員会の所属ではないのですが、２週

前の例会のとき、雑誌委員長の鳥井先

生から頼まれました。ちょうどその例

会で中川前会長のＲ情報委員会卓話が

あり、その中で「ロータリアンは、委員長また先輩

会員の言われることはできるだけ断ってはいけな

い」とおっしゃっておられましたので、お受けする

ことにしました。 

 横組みのご紹介です。表紙は、「東京タワーよ！

永遠に」という題の写真です。私のなかでは東京と

いえば東京タワーと東京の象徴のような存在でし

た。先月東京に行ったついでにスカイツリーの真下

まで行きましたが、さすがに東京タワーの倍ほどの

高さでした。 

 ６ページから「水をきれいにまじり気なく」で

は、日頃蛇口をひねればきれいな水がでてくる生活

から、私たちは、水にはかなり恵まれているのだと

改めて感じました。10ページには、長年フッ化物の

多い水を飲んで、脚が変形してしまった３人の方の

写真が載っています。 

 縦組みでは、表紙は、「神域」という題で神社で

鐘を鳴らしている外国人女性の写真が掲載されてい

ます。出雲で開催された「八雲国際演劇祭」に関連

した写真ですが、少しでも日本文化、風習が外国人

の方々に理解してもらえればと思います。 

 ２ページから興单高校野球部監督の我喜屋優（が

きやまさる）氏の講演内容が記事となっています。

本日の出席率 

会  員  数   66名   75.81% 

出 席 免 除 5名 10/28例会出席率  74.19％ 

欠 席 者 数 14名 補  填  数 6名 

出 席 者 数 47名 修 正 出 席 率 75.81％ 

ＲＡＮＫ ＮＡＭＥ ＴＯＴＡＬ Ｈ・Ｄ ＮＥＴ 

優 勝 齊藤日早子 107 36 71 

準優勝 北昌二郎 90 １８ 72 

３位 戸高克彦 87 15 ７２ 

４位 青木一幸 87 13.2 ７3.8 

５位 岩本泰典 89 15 74 

ＢＢ 浦田繁喜 敢闘 高山征治 

ﾆｱﾋﾟﾝ 
  日向③齊藤日早子  薩摩② なし 

  日向⑦岩本泰典   薩摩⑤ なし  

ﾄﾞﾗｺﾝ  

６７歳以上 
日向⑧高山征治 

薩摩⑦岩本泰典 

６7歳未満 
日向⑧齊藤日早子 

薩摩⑦青木一幸 

ﾍﾞｽｸﾞﾛ   
６７歳以上 岩本泰典 45・44・89 

６7歳未満 青木一幸  45・42・87 

＊届け出欠席  

 本田・延岡・尾方・片岡・鳥井・有馬・伊久美・永江 

 尾上・山口令・北・中川・外山・友永 

＊出席免除会員 

(a) 石蔵(b) 増田，愛甲康，山本, 釜田 

＊メークアップ  

人吉RAC(折り鶴会発足式)；宮原・立山・岩本光・本田 

             有馬・齊藤  



昨年、甲子園球場で春夏連続優勝を成し遂げられ

た苦労というか、どのように強いチームを作り上

げていったかが語られています。野球技術うんぬ

んよりもまず生活態度の向上から行なっていった

とのことです。あと周りの方々に対する気配りを

大切にしているとの行が有りましたが、技術や強

い精神力の裏には、このような取り組みがあるの

だと改めて思いました。この記事の中に、散歩の

後、１分間スピーチを行わせていると有りまし

た。私の会社でも３年くらい前から週一回の全体

朝礼時に朝礼当番を決め１分間スピーチを实践し

ています。最初はなかなか話せなかった職員も今

では１分を軽くこえるスピーチをやってくれるよ

うになりました。まさに継続は力なりを实感して

います。 

 16ページ友愛の広場に、ゴーヤのグリーンカー

テンと有りました。今年は節電がキーワードとな

りました。我が家でもグリーンカーテンを作りま

した。というか实家の父に作ってもらいました。

たしかに、陽を遮り室内温度もそれほど上がらな

かったり、子供たちが夏休みの自由研究に使った

りと重宝しましたが、困ったことがひとつだけあ

りました。それは、实ったニガゴリを食べること

です。私の場合、毎朝１本から２本うちの嫁に食

べさせられました。一番美味しかった食べ方は、

薄くスライスしたニガゴリにちりめん昆布という

ふりかけをかけ、ポン酢をかけて食べる方法で

す。これだとあまり苦味を感じることなく、逆に

おいしくと食べることができました。その食べ方

は我が家の定番となり、私の中では夏のMYブー

ム、おかげで夏を健康に過ごすことができまし

た。 

 他にも東日本大震災や、紀单地域の台風による

災害、青少年スポーツ大会への支援に対する記事

など、ロータリーの「力」をいろいろ考えさせら

れた記事が有りましたので、是非お読みくださ

い。  

 

【Ｒ財団委員会】 

   ロータリー財団 月間卓話 

         和田栄司委員長 

 11月は財団月間です。いつも財団

への寄付の話ばかりなので今日は財

団の寄付金の使い道が、どのように

使われているのかをお話しをさせて

いただき、その後で、また寄付のお

願いをしたいと思います。 

 インタ―ネットで調べましたところ、2009～10

年度の、財団の寄付金の総額ですが、アメリカド

ルで２億6,850万ドル（日本円で209億4,300万円）

になります。その内訳は、年次プログラム基金３

７％、恒久基金４％、ポリオプラス基金57％、そ

の他２％となっています。 

 補助金の使い道ですが１番多いのは、ポリオプ

ラス補助金です、1985年のポリオ・プラス・プロ

グラムの発足以来、20億以上の子供たちが経口ポ

リオワクチの投与を受けてきました。現在までに

世界210カ国の国々、領域や地域からポリオが無く

なり、そのうち、134の国や地域がポリオ無発生の

証明を受けました。６月現在までに、ロータリー

は、全世界のポリオ撲滅活動に９億ドル(702億円)

以上を投入してきました。2009～2010年度のこの

プログラムへの補助金支出額は１億1810万ドル(92

億1,180万円)でした。 

 ２番目はマッチング・グラントです。ロータ

リー・クラブと地区の国際奉仕プロジェクトに対

する組み合わせ資金として授与されるものです。

1965年以来、201カ国における33,000件以上のマッ

チング・グラントのプロジェクトに３億9,700万ド

ル(309億6,600万円)を超える補助金を提供してき

ました。2009～2010年度には、122カ国における

2215件の新たな補助金プロジェクトが承認され、

3,490万ドル(27億2,220万円)が授与されました。 

 ３番目は国際親善奨学金です。財団が提供する

世界で最も規模の大きい国際的な奨学プログラム

の１つです。奨学生は海外へ留学し、非公式の

「親善大使」として活躍します。1947年以来、130

カ国以上から40,000人を超える奨学生に授与され

てた総額は、5億3200万ドル以上に上ります。2009

～2010年度には、52カ国から710名の奨学生が73カ

国に留学し、1470万ドル（11億4,660万円）の奨学

金が授与されました。とロータリーの資料には書

いてありましたが、日本の米山奨学基金は毎年800

名に14億5,000万円の奨学金を授与していますの

で、米山奨学の方が大きな奨学制度のようです。 

 ４番目は地区補助金です。地元または海外の地

域社会における地区の短期奉仕活動、あるいは人

道的な活動を支援します。2003～2004年度に開始

されたこのプログラムでは、これまでに80カ国の

514地区に2700件以上の補助金が授与されており、

その総額は4,300万ドル（33億5,400万円）となっ

ています。2009～2010年度には406件の補助金が承

認され、790万ドル（６億1,629万円）が授与され

ました。 

 ５番目は研究グループ交換（ＧＳＥ）です。今

年度は2720地区からもアメリカ、カナダのほうへ

行きましたが、毎年授与されるこの補助金は、組

み合わされた２つのロ―タリ地区に授与され、さ

まざまな職業に従事するロータリアン以外の人々

から成るチームに旅費を提供するものです。受け

入れ側のロータリアンが、４週間から６週間の職

業的、教育的、文化的な交流を含む日程を作成し

ます。1965年以来、104の国と地域から69,000人

（14,674チーム）を超える人々が参加し、その費

用は１億1000万ドル（85億8,000万円）に近い額と

なっています。2009～2010年度には、568チームが

海外に赴き、450万ドル（3億5,100万円）の補助金

が授与されました。 

 ６番目は保健、飢餓追放及び人間性尊重（3-H）

補助金です。人々の健康状態の改善、飢餓の救

済、人間性の尊重を推進する２年から４年にわた

る大規模なプロジェクトに提供するものです。

1978年以来、78カ国の347件のプロジェクトに、

8,800万ドル（68億6,400万円）を上回る額が授与

されました。2009～2010年度には７件の新たなプ

ロジェクトが承認され、140万ドル（1億920万円）

が授与されました。 

 ７番目はロータリー世界平和フェローシップで



す。ロータリー世界平和フェローシップは、毎

年、60名までのフェローがフェローシップを受領

し、平和及び紛争解決の分野における国際問題研

究のためのロータリー・センターの１つで、修士

課程の研究に当たります。2002～03年度のプログ

ラム開始以来、80カ国以上から480名のフェローが

参加し、その費用は3,199万ドル（24億1,800万

円）を上回っています。2009～2010年度には、29

カ国から52名の平和フェローが６つのロータ

リー・センターで学業を開始し、２年間のプログ

ラムにかかる総費用は350万ドル（2億7,300万円）

となっています。これに加え、41名が専門能力開

発終了証を取得し、その費用は40万ドル（3,120万

円）でした。 

 ８番目が最後ですが、大学教員のためのロータ

リー補助金です。この補助金は、３ヶ月から10ヶ

月間、発展途上国で教鞭をとる教員に授与されま

す。1985年以来、520名以上の大学教員が発展途上

国の大学で専門分野を教授し、550万ドル（４億

2,900万円）の補助金が授与されてきました。2009

～2010年度には、６カ国から27名の大学教員が、

19カ国で教鞭をとり、40万ドルの補助金が授与さ

れました。 

 全体としましては、2009～2010年度支出は、ポ

リオ・プラスに63%・人道的補助金プログラムに

23%・教育的プログラムに13%・その他に１%となっ

ていて、総額１億8,700万ドルの支出となっていま

す。 

 最後にいつもの寄付のお願いです。ポリオ・プ

ラス基金のなかで、現在「ロータリーの２億ドル

のチャレンジ」のことについてお願いしたいと思

います。ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団か

ら、ポリオ撲滅のために２回にわたり授与された

総額３億5,500万ドルの補助金に応え、ロータリー

財団は、「ロータリーの２億ドルチャレンジ」を

開始しました。この補助金に上乗せするために、

財団は、2012年６月30日までに２億ドルを独自に

調達することを目標として掲げています。 

 ポリオと言うと、何か遠い話のようですが、日

本にも、つい60年ぐらい前までは「小児麻痺」と

の呼び名で大流行し、实際に私の兄もこの病気で

亡くなっております。皆様の身近にもいらっしゃ

るのではないでしょうか。日本は現在ではポリオ

無発生の国として撲滅されておりますが。世界

210ヶ国のうち134の国や地域しか撲滅宣言はされ

ておりません。「ポリオのない世界」を目標にし

て、ポリオを撲滅するまでこれを続けなければ意

味がありません。会員の皆様、現在１億9,000万ド

ルまで寄付が集まっておりますが。あと1,000万ド

ルを６月までにお願いしなくてはなりません。こ

れに人吉ロータリークラブも参加するために、皆

さまに財団寄付カードでの参加をお願いいたした

いと思っております。ぜひ会員皆様のご協力をお

願いいたします。募金箱での参加にしようか、

カードでの参加にしようか、財団の委員で協議の

結果、ポリオの寄付にも個人名義での参加がいい

だろうとの結論で、カードでの募金といたしまし

たので、よろしくお願いいたします。 

 以上で本日の卓話といたします。 

【ニコニコ箱委員会】    岩本光義副委員長 

・齊藤会員 ゴルフで思いがけなく素晴らしい賞 

 をいただきありがとうございました。メンバー 

 とお天気に恵まれると、まぐれにも实力らしく 

 見えました。ゴルフ道に精進します。  2,000 

・葉山会員 11月に行われました第一回全日本 

 エージシューターマスターズ大会に当クラブか 

 ら４名参加頂きありがとうございました。 

 その内２名が賞品を手中にされました。おめで 

 とうございました。協賛頂きました人吉電気工 

 事㈱・㈲人吉球磨車輌・㈱安民堂・つばめタク 

 シー㈱・モンマートつかもと・㈲いたいタイヤ 

 サービス・㈲肥後クリーン・㈱岩井工務店・一 

 期屋.開・山口動物病院・㈱トラスト・㈲ミズノ 

 清流山水花あゆの里・㈲石亭の館・共生電設㈱ 

 ビジネスホテル人吉、以上１６社の皆様のご協 

 力に感謝いたします。140名を超える参加があ 

 り、最高齢は90歳でした。因みに成績の方は、 

 エージシューターが人吉の植杉さん(808回目） 

 と鹿児島の赤崎さんお二人でした。当クラブで 

 は岩本泰典先輩の44位が最高で95位に浅野会員 

 でした。               2,000 

・岩本泰典会員 ゴルフクラブをゴミ捨て場に 

  持って行かずに済みました。貰って頂いた方、 

  ありがとうございました。           1,000 
 
・堤脩会員 早退します。        1,000 

  ニコニコ･ごめんねカード11/11合計6,000 

 

【Ｒ財団カード】        和田栄司委員長 

・高山会員 敢闘賞のお陰で岩本先輩よりクラブ 

 を頂きました。感謝。         1,000 

 

      点 鐘  宮原和広会長 

 

11月・12月の例会予定 

11/18 12：30～ 職業奉仕委員会外部卓話 

11/25 12：30～ 外部卓話 人吉税務署長  

12/2 12：30～ 年次総会  

12/9 18：30～ 忘年会 夜の例会 

12/16 12：30～  

12/23  例会取り止め 

12/30  例会取り止め 

     11月の行事及び会合 

11/17(木) 人吉お城まつり実行委員会全体会議 

11/22(火) 第4回歳末たすけあい演芸会実行委員会 

11/23(水) ゴルフ愛好会遠征ゴルフ 溝辺ＣＣ 

 11/28(月） 地域発展委員会家庭集会 北委員長宅 

 11/29(火） 環境保全委員会家庭集会 延岡委員長宅 

詳細については担当委員会、幹事へお尋ね下さい 


